
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

［第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 
                   所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月

第 1069 回( 1 月 19 日)例会の記録     

   市内二ロータリークラブ新春合同例会に振替   於：アズグレイス 午後６時 

                        ホストクラブ：新狭山ロータリークラブ 

                 

来賓 狭山市長 小谷野 剛様（名誉会員） 

  狭山青年会議所理事長 川平 兼司様 

 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３６名 ２３名 60.60％ 88.57％ 

 
 
狭山市内二クラブ合同例会 式次第 
       ホストクラブ…新狭山クラブ 

於 ･････ アズグレイス 
点鐘 ･･･ 午後六時 
ＳＡＡ新狭山ＲＣ  島崎 正 

開会点鐘  新狭山ＲＣ会長    東 喜代雄 
国歌斉唱 、ロータリーソング(奉仕の理想) 
お客様紹介 新狭山ＲＣ会長エレクト 小原  茂 
会長の時間 新狭山ＲＣ会長    東 喜代雄 

 狭山中央ＲＣ会長   江原 伸夫 
幹事報告  新狭山ＲＣ幹事    田中  稔 
      狭山中央ＲＣ幹事   小島美恵子 
閉会点鐘   新狭山ＲＣ会長     東 喜代雄 

 

 
 

  会長の時間         江原会長 

 只今ご紹介頂きました今年

度狭山中央ロータリークラブ

会長を務めさせていただいて

おります江原でございます。 

 今、東会長よりお話しがご

ざいました様に本来であれば三クラブの合同例会

が昨年までの流れでありましたが、残念ながら今

回は二クラブでの合同例会になりました。 

 私共狭山中央ロータリークラブは、先週 1月

12日に今年初めての例会がありました。そので

もお話しさせていただきましたが、昨年７月に私

の会長方針として幾つかの項目を挙げた中でも特

に会員増強に力を注いでいきたいという事をお話

ししており、年度後半となるこの１月以降も引き

続き会員増強に努めていく所存です。 

狭山市のロータリークラブは昔は三クラブで

100名を超す会員がいらっしゃった時期もありま

したが、今現在は５０人ほどに減少しています。   

狭山市の企業数、市民数から言いましても、ま

た狭山市の活性化のためにも、より多くの地元企

業の方々にロータリーを知っていただきその仲間

に加わって行動していただくことが、会員増強、

そして将来の狭山市の発展にも繋がっていくので

はないかと思います。 

 
 
週 報 

2015～2016 年度  ＲＩ会長 Ｋ.R. ラビンドラン 

ＲＩのテーマ  『世界へのプレゼントになろう』 
第２５７０地区  ガバナー 高 柳 育 行 

 

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511 
〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 
            http://www1.s-cat.ne.jp/schuohrc/E－mail:schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 
会長 江原伸夫 会長エレクト 佐藤圭司  副会長 浜野貴子 幹事 小島美恵子 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 
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その思いが私の今年度後半にかける意気込みで

もあり、是非とも狭山中央ロータリークラブの

方々だけでなく、新狭山ロータリークラブの皆様

と共に狭山市の発展に繋げていけます様お互いに

協力して仲間を増やし、本来のロータリーの役割

を果たしていきたいと考えておりますので、どう

か皆様、お近くの方々にもお声掛けいただきたい

と思いますし、色々と個々でのお付き合いのある

方もいらっしゃると思いますので、そのような

方々へロータリーの活動がどういうものかという

事を訴えていただけますようよろしくお願い致し

ます。 

念頭にあたりまして、簡単ではございますが私

の挨拶とさせていただきます。 

 

 

《来賓挨拶》       狭山市長 小谷野 剛様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様今晩は、ご紹介いただきました小谷野でご

ざいます。本日は新狭山、狭山中央ロータリーク

ラブの新春合同例会ということでご盛会大変おめ

でとうございます。 

 今日は朝雪が降り積もりました。いつもですと

毎週月曜日は８時から会議をしておりますが、ま

さか今日は遅れてくる部長さんはいないだろうと

思いましたが、何人かの人は出席できませんでし

た。こうした予想された災害、最後に万全な準備

ができていないということで、やや厳しめに私も

皆さんと気を引き締めていこうということを申し

上げました。 

選挙の時も申し上げましたが、狭山市は年々人

口が減少してきて寂しくなってきております。 

先般狭山市内で悲しい事件が起きてしまいまし

た。こうした事を年々変わってくる社会に対し

て、自然と解決されるべきではなく私たち自身、

市民が安心、安全を担っていく行政として心の内

を変えなくてはいけないということを、本日もま

た新たにしたところでございます。両クラブの皆

様方におかれましては日頃から、市の施策、それ

ぞれの事業所の皆様におかれましても、市の行政

に多大なるご貢献をいただいておりまして、その

力を一つに集めこの４年間頑張って参りたいと思

っておりますし皆様方のご協力をさらにお願いを

したいと思っています。 

この４月からふるさと納税の、返戻品制度をス

タートしたいと思っております。 

今まで所沢、入間、川越、日高、毛呂越生はあ

りましたが、狭山市にはありませんでした。今日

も西武ライオンズの社長さんがお見えいただきま

して、どういう返戻品制度ができるか、物を送っ

てお終りという事ではなく、いかに狭山市以外の

人に狭山市に来て頂き、またライオンズにとって

もプラスになるような事ができるのかと今日も協

議を致しました。そうした事を一つ一つ積み重ね

て皆さんと共に狭山市の活性化にと努めて参りた

いと思っているところでございます。 

まだ議会を開く前ですので、あまり申し上げる

事は出来ませんが、学力についても狭山市は課題

がありまして、それにつきましても４月から毎週

土・日曜日の学習支援、そして夏休み、冬休み、

春休みは塾の先生の力を借りて子供達の学力の底

上げにも力を注いでいく事が実現できそうです。 

本当に限られた財源の中で一つ一つ小さな一歩

かもしれませんが、いずれこれが狭山市の大きな

飛躍になると信じて今年一年頑張って参りたいと

思っております、どうぞ宜しくお願い致します。 

私も就任してから半年がようやく経過している

ところですが、力不足ではございますが皆様方の

お力添えをいただきながら元気一番、情熱一番で

頑張って参りたいと思いますので今後共よろしく

お願い申し上げます。 

市内両ロータリークラブの皆様方のご活躍を心 

からご祈念申し上げまして簡単ではございますが

ご挨拶に代えさせていただきたいと思います。 

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

 



  
 

  幹事報告              小島幹事 

 新狭山 RC 田中幹事 

１. 地区大会における選

挙人名簿について。 
２. 米山記念奨学生修了式及

び歓送会のご案内。２月

21 日(川越東武ホテル) 

３. 第３グループ会長・幹事会(１月 22 日・金) 
４. ハイライトよねやま 190 
５. ロータリーグローバルリワードのご案内 

 
★アトラクション★ 

狭山青陵高等学校  少林寺拳法 

埼玉県インターハイに出場・優勝 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

・・・・・懇親会・・・・・ 

 
合同新年会  式次第          
開会（司会）新狭山ＲＣ親睦委員長  大羽田哲郎 
会長挨拶  新狭山ＲＣ会長      東 喜代雄 
来賓挨拶   狭山市長           小谷野 剛 様 

      狭山青年会議所理事長 川平 兼司 様 
乾杯（挨拶）新狭山ＲＣパスト会長 坂野 好邦 
懇 親 
 
大締め（挨拶）狭山中央ＲＣ会長エレクト 佐藤圭司 
閉会      新狭山ＲＣ会長エレクト   小原 茂 

《来賓挨拶》  
狭山青年会議所理事長     川平 兼司様 
 新年あけましてお

めでとうございます。 
公益法人狭山青年会

議所３６代目理事長

を努めさせていただ

くことになりました、

川平兼司と申します。 
青年会議所は任期が１月から１２月３１日まで

となっております、どうぞ一年間宜しくお願い致

します。青年会議所は昨年３５周年を迎える事が

出来ました、それも皆様方のご協力の賜物と思っ

ております。 
本年狭山青年会議所は「魅力溢れる地域の再考

に挑戦せよ」というスローガンの下、人口減少に

伴う若者の流出に大きく二つの課題に取り組みた

いと考えております。 
 ひとつは狭山の中で企業の挑戦ができるそうい

う仕組みをつくる事ができないか、また狭山の魅

力を発掘し若者たちにしっかりと発信をしていき

たいというこの二つの取り組みを考えております。 
方針と致しましては、新しいことにしっかりと

チャレンジし成果を残していくそれが狭山青年会

議所の今年の目標となっております。 
本日ご出席されておられる皆様方のご健勝をご

祈念申し上げまして挨拶に代えさせて頂きます。 
 
 
乾杯の挨拶         

新狭山 RC パスト会長 坂野好邦様 
ご指名でありますので乾杯の音頭をとらせてい

ただきます。改めまして明けましておめでとうご

ざいます。本日は新狭山クラブと狭山中央クラブ

合同新年会でございますので、皆さん親交を温め

ながら楽しんで頂きたいと思います。 
乾 杯！！ 

               

 
 
 
 

http://www.illust-box.jp/sozai/9932/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大〆挨拶 

 狭山中央 RC 会長エレクト  佐藤圭司 
 新狭山 RC、狭山中央 RC 合同新年会、今後とも 
仲良く、親交を深めていきましょう。 
バンザイ！！ バンザイ！！ バンザイ！！  
 
 
 
                     
     
 
江原君 本日は足元の悪い中、２RC の皆様にお集

まり頂きまして本当にありがとうござい

ます。会員増強という目標に向かい、後

半も宜しくお願い致します。 
小島君 本日は積雪にも関わらず２RC 新春合同

例会にご参加いただきありがとうござい

ます、ひと時楽しく過ごしていただけた

ら幸いです。新狭山 RC の皆様準備あり

がとうございます。 
東 君 新春合同例会おめでとうございます。 
栗原(憲)君 狭山市内２クラブ合同例会、合同新年

会おめでとうございます。 
益子君 楽しい合同例会ありがとうございます。 
沼崎君 明けましておめでとうございます。 
    市内２RC は困難を乗り越え新年を希望

多い年に致しましょう。 
柴田君 本年２クラブ新春合同新年会に参加させ

ていただきました。宜しくお願い致しま

す。 
佐藤君 市内２ロータリークラブの合同新年会、

大変おめでとうございます。今後のロー

タリークラブの発展に２クラブ仲良く頑

張っていきましょう。 
清水君 新年明けましておめでとうございます。 
    今年もよろしくお願い致します。 
園部君 狭山市内クラブ合同例会開催おめでとう

ございます。 
若松君 合同例会の開催おめでとうございます。 
    今年も宜しくお願いします。 
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